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昭和６２年４月に設立された当センターは、来年度３０周年を迎えます。設立時の「社団法人」

から公益法人制度の改革により、平成２４年度には「公益社団法人」に移行、一層公益性を重

視した団体となりました。また、事務局は設立時の公光町から業平町へ、そして平成２３年１月

には現在の「はつらつ館」へと移転し、会員数では約５倍、事業高は約６倍と大きく発展してき

ました。 

２月２３日の実行委員会で記念事業のテーマが決定。「感謝 きずな 飛躍～地域と共に～」

と題して、いろいろなイベントを計画し、来年度の記念年を盛大にお祝いし、地域に感謝し、き

ずなを深めたいと思います。 

設立時からの在籍会員も、今なお現役。大いに地域に貢献されています。会員の皆様にお

かれましては、何はさておき、まず健康。いつまでも元気に就業していただき、地域と共にさら

に飛躍の年となればと心から願っています。          ３０周年記念事業実行委員会 

 

 

 

 

 ３０周年キャンペーン用の「ロゴ」と「イラスト」を下記のとおり募集します。封筒等の印

刷物ほか様々な場面で使用したいと思います。応募者には粗品を進呈いたします。 

●募集内容 ： 「ロゴ」・「イラスト」････３０周年にふさわしく、統一テーマに沿ったもの 

●締   切 ： 平成２９年４月１４日（金） 

３０周年記念事業 広報・記念誌部会 

 

平成２９年度定時総会日程 
多くの会員に出席していただきたく、早めに日程をお

知らせいたします。今年は芦屋ルナホールの改修工事

に伴い、開催会場が変更されていますのでご注意下さ

い。詳細のご案内は５月にあらためて送付します。 

●日程：平成２９年５月３１日（水） １３：１５～ 

●場所：芦屋保健福祉センター３階多目的ホール 

        （芦屋市呉川町１４番９号） 



２ 月 活 動 実 績 
1～2  役職員先進ＳＣ視察（新居浜市・松山市） 

4  地区交流会（海浜東） 
7  第５回３０周年記念事業部会 
8  第６回企画委員会 
9  健康保険事務セミナー（羽渕主査） 

10  出張入会説明会（打出地区集会所） 
  第５回安全委員会 

13  宝塚市ＳＣ来訪 
14  入会説明会 
16  第６回適正就業推進委員会 

  第２回総務部会 
17  第３回３０周年記念事業実行委員会 

  第５回理事会 
20  第５回３０周年広報・記念誌部会 
21  新入会員オリエンテーション 

  兵シ協中長期計画推進委員会（理事長） 
22  隣接SC広域連絡理事長会議（理事長･常務） 
23  決算事務研修会（羽渕主査・今井） 

  第５回３０周年総務・式典部会 
24  ②-1介護予防総合事業従事者研修 
25  ②-2介護予防総合事業従事者研修 
27  第１１回広報委員会 

  芦屋さくら祭り出店説明会 
  事務局会議 

28  第６回地域支援委員会 
 

理 事 会 
●第５回 （２月１７日） 

・各委員会・事業報告 

・「芦屋市介護予防・日常生活支援総合事業にお

ける指定生活支援型訪問サービス運営規程の制

定について 

・平成２８年度収支補正予算（第１号）について 

 
 

安全委員会 
●第５回 （２月１０日） 

・兵シ協安全スローガン募集について 

・第４５号安全だよりの発行について 

・安全就業推進大会の開催について 

・会員アンケート結果について 

・次年度事業計画案について 
 

専門委員会 
●第６回 企画委員会（２月８日） 

・次年度事業計画案について 

・今年度事業報告について 

●第６回 適正就業推進委員会（２月１６日） 

・５年ルールの運用について 

・会員アンケート結果について 

・就業相談の回答について 

●第１１回 広報委員会（２月２７日） 

・次年度事業計画について 

・はつらつ芦屋第２４号について 

●第６回 地域支援委員会（２月２８日） 

・今年度活動報告について 

・次年度事業計画について 
 

 
 

３０周年記念事業 
●第３回 実行委員会（２月１７日） 

・各部会の決定事項について 

・統一テーマについて 

●第５回 記念事業部会（２月７日） 

・記念イベントの実施スケジュールについて 

・ボランティア活動について 

●第５回 広報・記念誌部会（２月２０日） 

・記念誌各ページ内容について 

・キャンペーン用ロゴ・イラスト募集について 

●第５回 総務・式典部会（２月２３日） 

・表彰・式典内容について 
 

２月の安全パトロール 
２月２１日、向井委員長、永井・梶谷・菅原委員の

４名がマンション・剪定・除草現場の４か所を巡回。

安全への注意を喚起しました。 
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現在１６９名が「認知症サポーター」！ 
２月１６日に開催された認知症サポーター養成講

座に９名が参加。来年度も３回開催の予定です。 

「認知症になっても安心して暮らせる街」の一員に

なりましょう！  

 
オレンジリングをもらいました！ 

 

「しるば～たいむず」 

全戸配布されます！ 
当センターの広報紙「しるば～たいむず」１２号

が、まもなく全戸配布されます。 

会員アンケートでは、この広報紙のことを知らな

いと答えた方が約３割もおられました。 

毎年３月と８月にポストに入りますので、是非ご

覧いただき、またお知り合いにも仕事紹介、会員入

会をお勧めください。 
 

宝塚市シルバー来訪報告 
２月１３日(月)宝塚市シルバーから女性役員等

７名が来訪。当センター女性会員の活発な活動を

参考にしたいとの希望に応えて、女性理事が同席

し、女性が中心の事業、就業状況、芦やん小町の

活動等情報提供と意見交換を行いました。 

女性比率が４割、就業率も９０％、女性の会の

開催等、当センターの積極的な活動に感心されて

いました。 

 

 

平成 29年度 年会費受付開始！ 

 及び 退会手続きについて 
領収証を受け取る時、名前（フルネーム）を必ず   

ご確認ください。おつりの無いようにしていただければ  

助かります。 

平成２９年度に会員継続の意思の無い方は、３月末 

までに必ずご来局のうえ、退会届をご提出ください。 

手続きのない場合は、新年度会費が必要になります。 

 

キッズサポート“まつぼっくり” 
４月１日から料金が改定されます！ 

●開設日時：月～金曜日・９時～１７時 

＊この間のご希望時間 ＊第４金曜は休み 

●対象年齢：４か月～就学前 

●利用時間：１人１時間６００円⇒７００円 

＊事前予約必要(当日受付は１１時迄) 

 

～～事故ゼロ運動～～ 
今期間、就業中の転倒事故が１件、就業途上の

自転車での転倒事故が１件と合計２件の傷害事故

が発生しました。事故の無いよう気をひきしめて、

安全就業して下さるようお願いいたします。 
 

無事故達成日数 

    傷害事故    １６日 

     賠償事故    ８３日（３月６日現在） 

 

☆平成２８年度芦屋市シルバー人材センター安全標語  

安全は 心のゆとり 思いやり 
☆兵シ協安全就業推進標語 

点検は あなたを守る 命綱 
☆全国シルバー人材センター 全国統一スローガン 

見逃すな ヒヤリで済んだ あの経験 
 

 

刃 物 研 ぎ 
●打出商店街「まごのて」  ３月８日（水） 

●エルホーム芦屋（浜町）  ３月１６日（木） 

●はつらつ館（野菜市同時開催） ３月２９日（水） 

★受付は１０時～１２時まで 

★料金：25ｃｍ以下６００円・25.1ｃｍ以上８００円 

＊西芦屋、朝日ヶ丘は１月以降、実施無し 

＊打出商店街「まごのて」は毎月開催！ 
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                理 事 ： 恩 田  泰 子 

今回、理事として初めて愛媛県への役職員先進

シルバー視察研修に参加させていただきました。 

一つ目は江戸時代に開坑された別子銅山で繁栄

の足がかりを築き、その後「工都」として発展してき

た新居浜市のシルバー人材センターです。新居浜

市では、小学校区を単位として芦屋市の面積の

12.6 倍ほどある市を 18 に地域割りし、各校区に班

長・副班長・連絡員を配置して事務局と会員との橋

渡し役となっています。地域連絡会議を年 4回開催

し、総会等のイベント行事の手伝いの打ち合わせ

やボランティア活動への呼びかけをしたり、また、

反対に地域の未就業会員の情報等が世話役を通

じて事務局と共有されたりしています。芦屋市では

年々ボランティア活動への参加者が減ってきてい

ますが、その効果か、新居浜市では活発に活動さ

れています。 

二つ目は、面積は芦屋市の約２３倍、人口は  

四国地方最大の５１万人を擁する松山市シルバー

人材センターです。 

松山市シルバー人材センターには、「女性会員

活動活性化委員会」というものが設置されており、

職能別に「福祉サービス班」「文化伝承班」「生活サ

ポート班」「オフィスワーク班」「パソコン教室班」の５

つの班があります。各班に登録されているのはま

だまだ全体の２０％弱ですが、「収入が得られる仕

事」以外に女性会員の求める「楽しみや」「交流」

「居場所」等の提供を追求されています。 

シルバー人材センターは、それぞれが希望する

仕事を紹介することは勿論ですが、会員自らが生

き生きと楽しく様々な活動を通じて地域社会の活性

化と高齢者の生きがいづくりに貢献するためにも、

行事へ参加するだけでなく準備段階から会員が出

来るだけ参加できる仕組み作りも大切であると思い

ます。今回視察研修させていただき、母体となるそ

れぞれの市勢によって自ずと各センターの有り様

は異なりますが、今後の参考となる事例を沢山お

聞きすることができました。 

 

 
 

           監 事 ： 髙 橋  信 博 

今回は私にとって初めての視察研修になるため、

期待と不安を抱えての参加となりました。 

新居浜市シルバー人材センターの取り組みの中で

「地域班活動」について考えてみたいと思います。小

学校校区を単位として、市内を１８分割し、平成２８年

１２月時点で班長１８名・副班長５１名・連絡員９７名の

世話役を配置し事務局との橋渡し役となります。任期

は２年ごとの更新、連絡員については持ち回り方式

の短いサイクルでの交代を促している。校区懇談会、

校区全体会議、地域連絡会議の実施など、活発な校

区活動を行っている。 

このように地域班を中心に事務局が一体となり会

員のフォロー体制が確立されている。会員との対話を

多くし、全員が参加する仕組みが構築されています。

更に人の心を大切に、すべてを共有し信頼関係を深

める仕組みでもあると思います。 

芦屋市シルバー人材センターの課題である、①ボ

ランティア活動の参加者が少ない、②定時総会の出

席者が減少している、という問題解決の少なくとも１ペ

ージになるのではないかと思います。 

２日目の松山市シルバー人材センターでは「一般

労働者派遣事業の責任者・山本 昶（ひさし）さん」に

ついて考えてみたいと思います。 

シルバー派遣事業登録説明会を在籍会員に対し２

～３月に開催、適性検査・面談を実施し、ミスマッチが

無いよう行っている。そのため通常の入会説明会で

は適材者を見つけるために力が入ると言われる。こ

の事業は責任者である山本さんが６５歳の時、自らセ

ンターに入会され派遣事業に関わり、現在の成功事

業に導かれたと伺いました。成功した裏には山本さん

の人柄や、経営者としての体験、自分が培った人間

関係、信頼を得るために壮烈な戦いを勝ち取り、事業

に結びつけた結果である推察が出来ます。 

最後に私が会社勤めをしていた経験から学び取っ

たことと山本さんを重ね合わせ、この視察研修の決意

を述べて締めくくりたいと思います。まとめとしては

「自分で考え自分で実行し自分で結果を出す人の風

土を作り上げる」ことにあります。「企業は人なり」とい

われるがごとく、そこに働く人材の優劣によって盛衰

が決定します。人材の育成こそ我々が挑戦すべき課

題であると思うがため、力を尽くしていきたい、その結

果、芦屋市シルバー人材センターが活気に溢れ、事

業計画を徹底して取り組む人的体制が出来、そのこと

が結果に結びつくと確信するからです。 
  

 

 

平成 28年度役職員先進シルバー視察研修報告 
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    市民公開 各種講座等のおしらせ 
ワンコインの英語クラス 

３月２５日（土）10:00～12：00 

英語ｄｅポピュラーソング ＋  

映画「フォレストガンプ」③＋ＦｒｅｅＴａｌｋｉｎｇＴｉｍｅ 

●受講料 ： ５００円＋テキスト代50円 

らくらくイングリッシュ 

 ●日時：3/4・18、4/1・15、5/6・20（土） 
10：00～12：00 

 ●受講料：１回５００円＋教材費50円 

着 付 教 室  
●日 程：３/９・２３（木）原則第２・４木曜 

●コース：①初心者コース②中級コース③１回コース 

●受講料：①６０００円 ②７２００円（各全６回）③２０００円 

午前の部 １０時～１２時 午後の部 １３時～１５時 

上記日程のお好きな日の午前か午後を選んでご予約を！  

書 道 教 室 
●日程：３/７・２１、４/４・１８（火）原則第１・３火曜日 

●時 間： 成 人 １３:３０～１５:３０ 

   小学生 １６:００～１７:００     

●受講料（月額）：会員２５００円・一般３０００円 

  小学生２５００円 ＊教材費５００円含む 

「はつらつ写真館」  会員は特別割引！ 

プロが撮る記念の１枚！肖像写真や家族写真を撮りませんか？  

●日時：４月６日（木）10：00～12：00（偶数月・第1木曜日に開催） ●はつらつ館 作業室１または中会議室 

●定員：１０名   要予約 （申込用紙は事務所にあります） 

●撮影料：一般＝3000円 会員＝1500円  ●プリント料：２Ｌ１枚＝200円 Ａ４1枚＝500円  

＊複数ポーズ可。その場で画像を確認し写真を選べます。 （撮影・プリント料は当日頂きます。） 
 

 

シニアライフ・トータルサポート講座 

高齢者の住まいと介護施設 
・ケア付きマンション、サ高住、有料老人ホーム

の違いと選ぶポイント 

・介護施設の種類と一般的な入所・利用費用 

●日 時：３月１１日(土)１０：００～１１：３０ 

●講 師：シニア・トータルサポートグループ 

●場 所：はつらつ館 大会議室 

●受講料：５００円(要申込・当日払い) 

●定 員：４５名（定員になり次第締め切ります）  

＊全５回シリーズの第１回目です(２ヶ月毎) 

 市民公開セミナーのご案内 
あなたの人生を大切に生きるための終活 

「終活」とは残りの人生をよりよく生きるため、葬

儀や墓、遺言や相続などを元気なうちに考えて

準備すること。一度じっくり考えてみませんか？ 

●日 時：３月１１日（土）１３：３０～１５：００ 

●講 師：社会福祉士 吉田 三祐(よしだ みゆ) 

●場 所：はつらつ館 大会議室 

●受講料：５００円(要申込・当日払い) 

●定 員：５０名（定員になり次第締め切ります）  

 傾聴グループ「はつらつコール」 
 

 

やさしい傾聴講座 
家族・友人・近所の方々との関係は「きき方」で 

良好になります。仕事にも役立ちます。 

人の話に耳を傾ける力を学ぶ講座です。 

●開催日：４/５・１９、５/１７、６/７・２１ 

（原則毎月第１，３水曜） 

●時 間：１０：００～１２：００ 

●場 所：はつらつ館 ２階 大会議室 

●費 用：全５回３，０００円（前納） 

 
 

 

健康コミュニケーション麻雀 
指先を使い、脳を活性化！会話しながら楽し

むことが目的です。（未経験者に限る） 

●開催日： 4/12・26、5/10・24、 

  6/14・28、7/12・26（原則第2・4水） 

●時 間：１３：３０～１５：００ 

●場 所：はつらつ館 ２階 大会議室 

●費 用：全８回４０００円（前納・テキスト代含む） 

●締 切：４月７日 
 

問合せ・申込みは事務局へ ☎０７９７－３２－１４１４  
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  会員対象 各種講座等のおしらせ 

会員のための健康体操講座  
   ●日程：３/１・１５、４/５・１９（水）１４：００～１５：３０  ●場所： はつらつ館２階 大会議室 

●講師： 三谷千尋会員   ●費用 ：３００円/１回   ●持ち物等 ： バスタオル・飲みもの 
 

来月のパソコン講座（会員の割引価格） 
①パソコン入門  4/10・17・24(月) 

②ワード入門 4/10・17・24(月) 

時間①10:00～12:00②13:30〜15:30募集：各10名 

受講料各3回2,000円（教材費別）  

タブレット個人教室 4/7・14・21(金) 

個人教室 4/12・19・26(水) 

時間 10:00～12:00  

完全マンツーマン方式 

タブレット・パソコン持参可 

受講料 各日2時間 2,500円 各日 5名 

●場所：シルバー人材センター はつらつ館   ●申込：全講座受講料支払で受付済（先着順） 

「お 手 玉 の 会」 練習会 
女性だけでなく、男性も参加可能！お手玉を使った遊びは、昔遊びの伝承だけでなく、高齢者にとって身

体を動かし、脳を刺激する、まさに介護予防そのものです。ひとりでは練習は続きません・・・皆で楽しく遊ぶ

ことで上手になり楽しくなります。    ３月２２日（水）１０：００～１２：００  はつらつ館 大会議室 

ＭＡＮパワーチーム研修 
毎月第４火曜日にＭＡＮパワーチームが講師となって、清掃講習会を開催します。出席は男女問わず。

ぜひご参加ください。   ●日時 ： ３月２８日（火）13：30～    ●場所 ： はつらつ館 
 

「芦屋シルバー歩こう会（通算４１回目）開催の件 

副題；明石公園の桜と魚棚散策です！！ 
いよいよ春、桜のシーズンが到来。昨年１１月には、ビーナスブリッジを訪れ神戸港の眺望を楽しみま

したが、今回は趣向を変え、明石公園の花見としゃれこみ、桜の下でお弁当を食べながら語らいたいと思

います。そのあとは、明石城址散策後、魚棚で買い物です。ご関心のある方は、どなたでもＯＫですので

奮ってご参加ください。事前の申し込みは不要です。 

●日時：４月８日（土） ９：３０（時間厳守、雨天決行） ●集合場所：芦屋シルバー事務所西側  

（行程） １０：００ ＪＲ芦屋駅 ⇒ １０：４０ ＪＲ明石駅 ⇒ １１：００ 明石公園内で昼食、散策  

⇒ １３：００ お魚棚で買い物、明石卵焼きも美味！ ⇒ １４：００ 解散。 

（留意点） ①靴は、履きなれたもので ②お弁当、水分、雨具 持参 

（２０１７年幹事榎本、携帯：０９０－５６５０－２４２４） 
 

今年度も出張入会説明に行ってきました！ 
企画委員会が会員増強のため今年も実施。２月１０日(金)大東町

の打出地区集会所で開催しました。 

事務的な説明だけでなく、委員それぞれが会員としての思い等を

語り出席者の共感を得たことも加わり、当日は１１人の参加でしたが、

内７人が入会され新しく仲間になりました。 

 

衣類のお直し、りフォーム 

いたします!! 
日時：３月１３・２７日（月）９：００～１１：３０ 

＊原則は毎月第２・第４月曜 

網戸・ふすま・障子、 

張替えます！ 
当センター技能班が引き取りからお届け

まで責任をもってお受けします！ 

芦屋霊園内のお墓清掃 

引き受けます 
お墓清掃班が、忙しい貴方に代わって

芦屋霊園内のお墓清掃を承ります 
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親睦＆交流のための「会員同好会」 

  

＊会員どなたでも参加できます。ゴルフ同好会以外は申込み不要ですので直接お越しください。 

 

 活動日・場所 お知らせ・コメントなど・・・ 

ゴルフ同好会 

ＡＳＧ会 

いよいよスタート！ ゴルフには最適の季節の到来です。 

第４４回 「２９年度最初」のコンペです。 皆さん奮ってご参加ください。 

日時：４月１９日(水) ロータリーゴルフ倶楽部 オールドコース 

アウト・イン共 ９時１５分スタート 

プレー費：７，７５０円(昼食費込)   ＊７０歳以上免税５00円 

参加申込締切：４月５日(水)   向井   小幡   津川 

囲碁同好会 
毎週水曜日・9：30～12：00 

はつらつ館２階作業室 ★見学自由 

初心者からプロ級の方までどなたでも 

ＯＫ！ その日のメンバーで対戦です。 

写真同好会 

(デジイチ会) 

毎月第１水曜日・13：30～ 

はつらつ館 ２階中会議室 

カメラ愛好会です。見学に来てください！ 

問合せ：  黒住 

絵画クラブ 

“ＯＬＩＶＥ” 
３月９日・２３日 １３：００～１６：００ 
毎月第２・４木曜・はつらつ館中会議室 

色々な絵を描き、お話ししながら楽しんで

います。初めてでも大丈夫！ 見学自由 

はつらつサロン 
ワイ・ガヤの会 

３月１２日(日) 10：00～11：30 

●池田泉州銀行芦屋支店２階会議室 

急に予定がなくなった、待ち合わせに時間

がある等など、気軽にお立ち寄りください。 

編み物同好会 
毎月第３火曜日 9：30～12：00 

はつらつ館 ２階作業室 

和気あいあいと楽しく作品作りをしていま

す。編物初心者でも大丈夫！  

ビデオ散歩 

倶楽部 

＝映画を観て語り合う「ビデオ散歩倶楽部」同好会＝（奇数月の第２火曜午後が定例会） 

映像・映画を持ち寄り、仲間と共に見て語り合い、感動の時間を分かち合います。 

１９２０年禁酒法時代のニューヨークハーレム地区に実在した高級ナイトクラブ 

「コットン・クラブ」が舞台。リチャード・ギア主演の人間模様を描いた作品です。 

●日時：３月１４日(火)１３：００～１６：００   ●場所：はつらつ館２階中会議室 

●上映作品：洋画 『コットンクラブ』  1984年米国作品  ●会員どなたでも 鑑賞自由  

ダーツ同好会 

ＡＳＤＣ 

３月１０日・２４日（金）１３時～１５時 

●ラポックスホール（入口は西側） 

(ＪＲ芦屋駅南ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ２階） 

１ゲームおよそ３０００歩程度の運動量で

す。 NHK“がってん”でもボケ防止に効果

があると放映されました。 ❤見学自由❤ 

麻雀同好会 

(すずめクラブ) 

毎月第２・４土曜日 はつらつ館 

３月１１日（土）  9：00～12：00 

３月１８日(土)  13：00～16：00 

第５回「はつらつ杯」大会が近づいてきまし

た。 ３月はリーグ戦のラストスパート！ 

皆で楽しく、がんばりましょう！ 

知的財産研究 

同好会 

３月１２日(日) 13：30～15：00 

(毎月第２日曜日) ＊自由参加 
●池田泉州銀行芦屋支店２階会議室 

皆で意見を出し合って話し合う同好会です 
人材でなく人財！ アイデア出し合っています 

こうしたらいいのに！こんなのがあれば！ 

カラオケ同好会 

“ひばりクラブ” 

３月２１日（火）参加費：500円 

13：00～16：00 ●ジャンカラ芦屋 

 

１６時終了後、はつらつ館１階談話コーナ

ーで、１時間程度次年度に向けて意見交

換会を行いますので、お手伝い頂ける方

の参加をお願いします。 

将棋同好会 

 

毎月第２・４木曜日・午前が活動日。 

３月は９日と２３日9：30～12：00 

はつらつ館２階 中会議室 

駒を通じて、新しい出会い・発見がありま

す。その日のメンバーで対戦します。 

初心者の方も歓迎です。 
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お仕事の紹介（請負・委任） 
  時間等 募集人数 

  
土・日・祝 

13：00～16：00 
各1名 

  

月～日（ローテ） 

8：00～10：00 

17：00～22：00 

各1名 

  
火～金 

13：30～17：30 
３名 

  
月～日(ローテ) 

7：30～12：30 
１名 

  
月～日(ローテ) 

6：30～9：30 
１名 

  

火・金 

10：45～12：15 

水 

11：15～12：45 

１名 

  
火・木・土 

8：30～12：00 
１名 

  
月・金 

8：00～10：00 
１名 

  
月・木・土 

3時間 
１名 

  
火曜 

9：00～11：00 
１名 

  
火曜 

２時間 
１名 

  
週３～４日 

8：00～12：00 
１名 

  

日～月 

10：00～14：00 

14：00～18：00 

１名 

  
週１回 

３時間 
１名 

  
週１回 

３時間 
１名 

  
月２回 

２時間 
１名 

  
金  

PM２時間 
１名 

  
月１回 

2時間 
１名 

  
週２～３回 

４時間 
１名 

  週３ AM３時間 １名 

  土日AM２時間 １名 

  
月２  

火曜２時間 
１名 

  
週１(相談) 

１１～１４：00 
１名 

  
２週１回 

AM３時間 
１名 

 

★事務局内にも随時掲示していますので、 

ご来局下さい。 

 

 

 

シルバーやさい広場 
朝日ケ丘西公園とはつらつ館で 

毎週 金 曜日開催！  
★「シルバーやさい広場」は３月末で終了します 

 

 

はつらつ野菜市 
原則毎月最終水曜、はつらつ館西側で開催中！ 

３月２９日 ４月２６日 

５月２４日 ６月２８日 

＊5/31は定時総会のため、5/24に変更します。 
 

 
 

新入会員です！よろしくお願いします 

   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

退会会員です。長い間ありがとうございました 

   
   
   
   
   

 

配分金の支払日 
２月就業

分 

３月１５日（水） 

 ３月就業

分 

４月１４日（金） 

４月就業

分 

５月１８日（木） 
 

 

はつらつ館・入会希望者説明会の日程 
３月１４日（火） 

４月１１日（火） 

５月９日（火） 
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【健康・生活アンケート進捗状況】 
 １１月に実施しました、「健康・生活アンケート」は、７３８人（対象１，０８１人）の会員から回答があり、

６８．３％の回答率でした。しかも前回参加の方の７１．４％が、継続参加してくださいました。皆さんの

健康に対する関心の高さ、意識の高さの表れといえます。当センターでの集計、資料提供は終了して

いますが、今後はダイヤ財団が分析され、センター別報告は５月以降、提出センターの集計結果から

比較した全体の報告書はまだ先になるそうですが、届き次第ご報告させていただきます。ご協力あり

がとうございました。 

 

【会員アンケート進捗状況】 
 ７月に実施した当センター「会員アンケート」は、パソコン研究会及び企画委員会による集計・作成・

分析を重ねながら、年度内にまとめ４月３日の地域班活動日に全会員に配布の予定です。センター主

催のアンケートの回答率が６２．９％と健康・生活アンケートに及ばなかったことは、少し残念な結果

ではありました。 

●事務局へのご意見・要望への回答 
アンケートの集計結果及び概要は、冊子でお届けする予定ですが、事務局及び委員会へも多くの

ご意見・ご要望がありました。今後事務局だよりでできる範囲の回答してまいります。 

今回は、事務局に関する回答を掲載させていただきます。 

事務局職員について  

 事務所訪問時に、「挨拶がない」「笑顔なく事務的だ」「もっと明るく対応して欲しい」「多忙と思う

が笑顔と挨拶によって、もっと行きやすいセンターになる」等接遇に関するご意見が２０件程あ

りました。この意見を真摯に受け止め職員一同、窓口対応の向上に努めてまいります。 

事務所レイアウトについて 

事務室内に出入りが出来なくなったとのご意見もありましたが、これにつきましては、個人情

報保護の観点から立ち入りをご遠慮いただく体制としておりますので、ご理解いただきますよう

お願いします。職員が窓口に出るよう心がけます。 

コーディネーター対応について 

仕事の詳細の説明がない、書面が欲しい、契約と現場での内容に食い違いがある等、就業

時の問題提起と職員の対応についての意見がありました。 

基本的には、就業前に現場で発注者・会員・職員の三者で、仕事の確認をしておりますが、

全てではありませんので可能なところから改善をしていくように努めます。担当者へご相談頂き

ますようお願いいたします。 

年会費の使途について 

主に定時総会、シルバー保険（１人約２，３００円）等の経費に充てています。 

その他 

新規事業へのアイデア、運営へのアドバイス、事務局への励まし・感謝の言葉もいただきあ

りがとうございました。 

 

今後の協議が必要な内容もあり、全てのご意見に即答できませんが、このたびのご意見を今後の

センター事業の発展に役立てていきたいと思っております。 
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あしや桜まつりに出店します！ 
４月１・２日、芦屋河畔で開催される「あしや桜まつり」に出店し、手作りの作品などを販売します。 
お花見がてら、お店まで是非お立ち寄りください！（北から２番目のテントです） 

 

３月末に忘れ物を処分します 
事務局入口に忘れ物を置いております。お心当

たりのある方はご確認にいらして下さい。年度末の

３月末で現在預かっているものは処分させていた

だきますのでご了承ください。 

 
 

地区交流会のご案内 
いよいよ最後の地区、「阪神西」地区の交流会

を実施します。 

●日時：３月２５日（土）１３：３０～１５：００ 

●場所：はつらつ館２階 大会議室 

●対象：宮塚町・茶屋ノ町・宮川町・大桝町・ 

公光町・精道町・川西町・ 

津知町・平田北町の会員６７名 

対象の会員には、別途「ご案内」を同封しています

ので、お読みになって、必ず出欠の返事をしてくだ

さい。ご協力よろしくお願いします。 
 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
★花こもの班メンバー募集中！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

｢シルバー人材センターのご案内｣冊子を同封しています 
シルバー人材センターの事業運営については、法令遵守を徹底するよう厚生労働省から全国シルバ

ー人材センター事業協会、兵庫県シルバー人材センター協会を通じて指導されています。 

このたび、「シルバー人材センターのご案内」という冊子を同封していますので、よく読んでいただき、

ご理解をいただくようお願いいたします。 

既にお渡しし、説明をしている会員もおりますが、再度お受け取りください。また、利用者様にも同様の

冊子を郵送済みです。 

 

【シルバーチャレンジ講座】障子・網戸張替講座を実施しました 

 ２月１６・１７日、業平町作業所で技能班の「障子・網戸張替講座」を   

実施。市民含めて４人の参加でしたが、皆さん熱心に受講され、そのうち  

１名が入班希望されているとのことです。 

メンバー募集中ですので、是非次回の講習会を受講してみてください。 
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